
所沢市内社会福祉法人等「暮らしの相談事業」窓口 一覧 令和2年6月1日現在

施設名 電話

所在地 FAX

わか竹会 わかたけ元町保育園 2940-8135

元町6-13 2940-8136

おひさま会 所沢おひさま保育園 2941-6160

くすのき台2-1-3 2941-6162

おひさま会 第２所沢おひさま保育園 2000-5000

くすのき台2-2-6 2000-5001

藤の実会 ケアホームふじのみ松郷 2946-8512

松郷265-10 2946-8512

桑の実会 くわのみ本郷クリニック通所リハビリテーション 2990-8877

本郷268-1 2946-8099

親和会 特別養護老人ホーム千寿里 2951-5811

坂之下1153-1 2946-5188

聖久会 特別養護老人ホーム東所沢みどりの郷 2951-3000 毎週水曜日

坂之下941-3 2945-6866

法水会 東所沢たんぽぽこども園 2946-5200 随時

亀ヶ谷172-1

秀和会 就労継続支援B型事業所れんげの郷ところざわ 2968-8230 随時

東所沢3-38-11 2968-8230

所沢市社会福祉協議会 所沢市立プロペラ 2945-7777

坂之下673-1 2945-7161

皆成会 所沢市立キャンバス 2943-6110 毎月第2火曜日10時～16時

下富653-5 2943-6118

京悠会 特別養護老人ホーム真和の森 2990-1133 平日9時～17時

下富1206-1 2990-1144

健寿会 特別養護老人ホーム健寿園 2921-7733

北中2-301-1 2921-7737

天佑 特別養護老人ホームアンミッコ 2990-2204

中富1639-3 2990-2205

博寿会 特別養護老人ホーム飛鳥野の里 2990-2580 随時

神米金505-1 2990-2585

藤の実会 きらめき 2941-2666 毎月第2木曜日

下富626-1 2941-5959 10時～12時

所沢市社会福祉協議会 所沢市立かしの木学園 2942-4024 平日8時30分～17時

下富1535-3 2942-3404

大持福祉会 泉町保育園 2924-9221

泉町1830 2923-2295

所沢市社会福祉協議会 所沢市社会福祉協議会事務局 2925-0041 平日8時30分～17時15分

泉町1861-1 こどもと福祉の未来館3階 2925-3449

皆成会 相談支援事業所こみゅーと 2008-3244 毎月第4火曜日9時～17時

緑町4-1ｰ12 2924-3366

毎月第2水曜日

10時～16時

毎月第4火曜日

15時～17時

毎週金曜日

10時～16時

毎月第1木曜日

13時30分～17時30分

毎月10日

10時～12時（休日は翌日）

毎月20日

10時～12時（休日は翌日）

毎月第4水曜

10時～14時

毎週月・水・金

9時～16時

相談開設日等

随時

毎月第1火曜日

10時～11時

所  沢

柳  瀬

松  井

富  岡

地区名 法人名

新所沢



所沢市内社会福祉法人等「暮らしの相談事業」窓口 一覧 令和2年6月1日現在

施設名 電話

所在地 FAX
相談開設日等地区名 法人名

光輪会 なかよしこども園 2968-5851 毎月第1月曜日10時～14時

三ヶ島3-1476-1 2947-2475

光輪会 第2なかよし保育園 2938-5166 毎月第2月曜日10時～14時

若狭4-2479-21 2938-5167

みなわ会 居宅介護支援事業所所沢けやき 2948-5551 随時

三ヶ島5-1229-1 2938-6616

安心会 特別養護老人ホーム所沢やすらぎの里 2921-5522

東狭山ヶ丘5-928-1 2921-5533

皆成会 光の園 2922-8141

東狭山ヶ丘6-2833-2 2922-8137

桑の実会 特別養護老人ホーム康寿園 2921-1164

東狭山ヶ丘6-2833-１ 2926-7775

苗場福祉会 特別養護老人ホームケアカレッジ 2968-8035

三ヶ島5-1445-6 2968-8037

若狭会 特別養護老人ホーム亀令園 2926-8088

東狭山ヶ丘4-2695-1 2928-8875

若狭会 優々保育園 2923-8311

東狭山ヶ丘4-2686-4 2923-2322

所沢市社会福祉協議会 所沢市立こあふる 2938-1500

三ヶ島5-828-6 2938-1502

栄光会 特別養護老人ホームロイヤルの園 2947-1600

北野3-1-18 2947-1223

皆成会 はあもにい 2947-9191

北野2-22-8 2947-6969

みのり会 北野保育園 2949-3001

小手指町5-16-5 2949-3243

みのり会 北野第２保育園 2008-2001

小手指町5-13-35 2947-0160

桑の実会 レジデンシャル小手指Sakura 2941-5595

小手指町4-18-１ 2941-5523

桑の実会 住宅型有料老人ホーム福祉の森 2921-1007

山口1850-8 2926-0066

端午会 特別養護老人ホームところの苑 2929-6955

久米1538-2 2929-6956

所沢しいのき会 地域活動支援センター所沢こぶしの家 2993-8585

北秋津790-2 2993-0615

どんぐりの園 デイサービスセンターアグリン 2929-1213

荒幡106-6 2929-1215

毎週金曜日

10時～16時

毎週月曜日～金曜日

9時～17時

毎月第3火曜日

10時～16時

毎月第2木曜日

10時～12時

毎週月・水・金曜日

9時～16時

毎週火曜日

13時～16時

毎月第2水曜日

10時30分～12時30分

毎週月・水・金曜日

9時～16時

奇数月最終水曜日

15時～17時

毎週金曜日

10時～16時

毎月第1火曜日

10時～16時

毎週月・水・金曜日

9時～16時

随時（予約可）

※事前連絡にて面談調整

毎月1日・10日・20日

10時～16時

毎月1日・10日・20日

10時～16時

毎月第2木曜日

10時～12時
小手指

吾  妻

三ケ島

山  口



所沢市内社会福祉法人等「暮らしの相談事業」窓口 一覧 令和2年6月1日現在

施設名 電話

所在地 FAX
相談開設日等地区名 法人名

栄光会 特別養護老人ホームなみきロイヤルの園 2991-5050

北原町1375-2 2991-5051

株式会社ライフデザイン グループホームアンジューム所沢 2968-6255

こぶし町30-31 2968-6256

株式会社ライフデザイン ケアセンターとこしえ こぶし町 2968-7764

こぶし町30-31 2968-6256

向日葵会 デイサービスセンターひまわり 2943-3003 随時

中新井438 2943-3008

藤の実会 ところざわ学園  090-8871-9153

北原町932-１ 2992-5095

藤の実会 所沢市立はばたき 2935-4799

北原町924-3 2992-2329

藤の実会 かがやき 2941-4105

北原町935-１ 2935-3555

所沢市社会福祉協議会 所沢市立きぼうの園 2995-2851 平日8時30分～17時

北原町937-１ 2996-2025

毎月第3水曜日

9時～12時

毎週月曜日～金曜日

9時～17時

電話にて随時

10時～18時

事前連絡にて面談調整

10時～18時

毎月第4火曜日

10時～14時

毎月第3木曜日

9時～16時

並  木

ちょっとした相談・なんでも相談・お気軽にどうぞ


